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報道関係各位         2011 年 3 月 30 日（13:00 時点） 

 

民間災害支援団体「CIVIC FORCE」 

被災地への物資供給量が１００トンを超える 

 
民間レベル最大規模の物流事業により 

宮城県北部・岩手県南部に食料８４，０００食分、 

衣料７８，０００点を超える量を配送 
 

国内の大規模災害時に迅速で効果的な支援を行う民間団体「公益社団法人 Civic 

Force（シビック・フォース）（本部： 東京都港区、代表理事： 大西 健丞）」は、東北関

東大震災に関して、平常時から構築していた NPO・企業・行政の連携体制を活かし

た活動を、発災翌日から継続しています。主要事業のうち、現地ニーズのある物資を

全国から無償・有償で調達し、被災地に物流する事業において、配送した物資量が

本日 100 トンを超えたことを発表しました。これは、本日までに稼動した 4 トントラック

（実質積載量 2.4～3.5 トン）38 台、10 トントラック（実質積載量約 10 トン）1 台と、大

震災翌日から 10 便を超えるヘリコプターで運搬した物資の累計です。食料では、

84,000 食分以上、衣料 78,000 点以上に相当します。配送は、宮城県気仙沼市や南

三陸町のほか、岩手県大船渡市内で避難所において生活をする約3万人を対象にし

ています。 

 

Civic Forceでは、未曾有の大震災によって被災した方々の日々の生活を支えるため、

全国の行政や企業、NPO と連携して効果的な物流体制を構築、運行しています。現

在は、毎日10台の4トントラックを稼動させ、栄養バランスを配慮した食料や、現地ニ

ーズの高い物資や資材を調達、配送しています。 

 

詳細な配送実績は別添の通りです。 

今後とも長期化する避難所生活を支えるため、物資の調達および配送を続けていき

ます。 

 

緊急  東北関東大震災関連 
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※別添： 物資調達・配送実績表（3 月 30 日現在） 

（受領： CF＝シビック・フォース、PWJ＝ピースウィンズ・ジャパン、無償提供元のみ企業名記載） 

現地到現地到現地到現地到

着日着日着日着日 

受領受領受領受領

形式形式形式形式 

受領受領受領受領 配送先配送先配送先配送先 カテカテカテカテ

ゴリゴリゴリゴリ 

物資物資物資物資 無償提供元無償提供元無償提供元無償提供元 確保数確保数確保数確保数 単位単位単位単位 主主主主なななな用途用途用途用途 

2011/3/

23以前 

無償

提供 

CF 気仙沼 設備 エマージェンシ

ーテント 

Civic Force所有 41 張 物資等保管 

     ブルーシート 静岡県袋井市 63 枚 物資等保管 

     パーティション 静岡県袋井市 40 個 避難場所下

敷き 

     エマージェンシ

ーテント 

静岡県袋井市 22 張 物資等保管 

     ガソリン 静岡県袋井市 100 L 緊急車両・

支援車両 

     毛布 静岡県袋井市 60 枚 防寒 

     毛布 （株）大丸松坂屋百貨

店 

1000 枚 防寒 

     ウレタンマット 三井化学（株） 600 枚相当 避難場所下

敷き 

     ブルーシート大

（5.4×7.2m) 

三井化学（株） 320 枚 物資等保管 

     ブルーシート小

（3.6×5.4m） 

三井化学（株） 250 枚 物資等保管 

     ポリタンク 三井化学（株） 350 個 燃料等保管 

    食料 アルファ米 静岡県袋井市 20 箱 食事 

     スニッカーズ ミ

ニ  

マースジャパンリミテッ

ド  

4ｔトラック1台分  食事 

     ハイラップ 三井化学（株） 300w×100l 30本/箱 180箱 

350w×500l  2本/箱 96箱 

390w×500l 2本/箱 136箱 

食器等のカ

バー（食器

洗浄を省く） 

おにぎり握り 

    消耗

品 

生理用品 大王製紙（株）エリエ

ール 

4ｔトラック1台分  衛生管理 

     マスク （株）大丸松坂屋百貨

店 

200000 枚 衛生管理 
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     簡易トイレ(天使

の器) 

 

（株）大丸松坂屋百貨

店 

天使の器50：17箱 

天使の器100:20箱 

衛生管理 

 購入 CF 気仙沼 設備 ストーブ  550 台 防寒 

     燃料（灯油）  400 L 防寒 

  PWJ 気仙沼 設備 ストーブ  31 

（ストーブ26、ホ

ームヒーター5） 

台 防寒 

     ストーブ  510 台 防寒 

     養生シート（1m x 30m巻き） 4 ロール 防寒 

     エマージェンシーテント 2 張 事務所用 

    食事 パン７２００食  7200 食 食事 

2011/3/

24 

無償

提供 

CF 気仙沼 設備 ウレタンマット 三井化学（株） 100 枚 避難場所下

敷き 

    調理

器具 

トレイ 三井化学（株） 25000 個 食事配膳 

     ボール 三井化学（株） 30000 個 調理用 

    食料 焼き鳥缶 森ビル（株） 3120 缶 食事 

     米 ヤフー（株）、サイバー

オーガニックストア 

8 t 食事 

 購入 PWJ 気仙沼 設備 ストーブ  510 台 防寒 

2011/3/

25 

無償

提供 

CF 気仙沼 食料 米 ヤフー（株）、サイバー

オーガニックストア 

2.5 t 食事 

   南三陸 設備 集会用テント 山梨県甲府市 41 張 簡易風呂等 

      静岡県袋井市 40 張 簡易風呂等 

2011/3/

26 

無償

提供 

CF 気仙沼 消耗

品 

スポーツソックス （株）ナイキジャパン 9500 足 衣料 

     スポーツウェア （株）ナイキジャパン 9500 点 衣料 

 割引

購入 

CF 気仙沼 食料 トマト缶  7920 缶 食事 

     さんま缶  2400 缶 食事 

     果物（デコポン）  350 kg 食事 

     果物（リンゴ）  1000 kg 食事 

     果物（甘夏）  2000 kg 食事 

2011/3/ 無償 CF 気仙沼 衣料 防寒具・寝袋・毛 「I LOVE SNOW」 10000 点 防寒 
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27 提供 布・手袋 One's Hand'sプロジェ

クト 

   大船渡  下着類 （株）ファーストリテイリ

ング 

7500 点 衣料 

  PWJ 南三陸 設備 ドラム缶 （株）高橋ヘリコプター

サービス 

19 缶 簡易風呂等 

 割引

購入 

CF 気仙沼 食料 ①即席麺   10000 個 食事 

    消耗

品 

②マスク   45600 個 衛生管理 

    衣料 ④パンツ   2300 枚 衣料 

     ⑤Ｔシャツ   6550 枚 衣料 

     ⑥靴下   4800 足 衣料 

2011/3/

28 

無償

提供 

CF 気仙沼 消耗

品 

アルコール消毒

液 

（株）ホットスタッフ・プ

ロモーション 

216 本 衛生管理 

     マスク （株）ホットスタッフ・プ

ロモーション 

24000 枚 衛生管理 

     うがい薬 （株）エムアンドオーイ

ンダストリー 

6000 枚 衛生管理 

     トイレットペーパ

ー 

（株）エムアンドオーイ

ンダストリー 

3000 個 衛生管理 

     ポケットティッシ

ュ 

（株）ハート引越センタ

ー 

90000 個 衛生管理 

     肌保湿クリーム ファルマボタニカ（株） 200 個 スキンケア 

     ボディクリーム ファルマボタニカ（株） 440 個 スキンケア 

     ボディシャンプー ファルマボタニカ（株） 170 個 スキンケア 

    衣料 靴下（婦人・男

性・子供） 

タビオ（株） 1000 足 衣料 

     長靴 GRI Japan（株） 262 パック 衣料 

    食料 紅茶 （株）リタトレーディング 7500 個 飲料 

     総合ビタミンミネ

ラル（健康食品 

ファルマボタニカ（株） 140 個 食料 

     粉末栄養飲料

（紅茶味） 

ファルマボタニカ（株） 840 個 飲料 

 割引 CF 大船渡 消耗 ポリタンク  50 缶 燃料等保管 
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購入 品 

  CF 気仙沼 設備 工具セット  120 ケース 避難所運営 

     自己発電懐中電

灯 

 1000 本 避難所運営 

    食料 梅干し  56 パック 食料 

    消耗

品 

クレヨン  2300 点 文具（特に

子ども） 

     ボールペン  10000 本 文具（特に

子ども） 

    衣料 タイツ  4468 枚 衣料 

     レギンス  1646 枚 衣料 

     靴下(紳士用）  10904 足 衣料 

     靴下（婦人用）  5380 足 衣料 

     ショーツ  4010 枚 衣料 

 無償

提供 

PWJ 気仙沼 設備 材木 木工ランド 432 枚 簡易風呂等 

     マットレス 日建リース工業（株） 300 枚 簡易風呂等 

2011/3/

29 

購入 PWJ 南三陸町 設備 材木  4トン1台分  簡易風呂等 

購入 CF 南三陸町 設備 ビス  18,010 本 簡易風呂等 

    釘  18,000 本 簡易風呂等 

    コンクリートブロ

ック 

 1,100 個 簡易風呂等 

    電動のこぎり  9 本 簡易風呂等 

    ハンマー  16 本 簡易風呂等 

2011/3/

30 

    インパクト  14 個 簡易風呂等 
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＜＜＜＜チャータートラックチャータートラックチャータートラックチャータートラック写真写真写真写真＞＞＞＞ 

 

 

※画像を JPG でご提供できます。お問合せください。 

 

◆◆◆◆Civic Force のののの募金活動募金活動募金活動募金活動 

発災時より現地で活動するための募金を集めています。3 月 28 日現在、全国の 4 万

人以上の皆さまから約 6 億円の寄付をいただいています。未曾有の災害支援にあた

るため、今後もさらに募金をお願いしていきます。振込先は下記の通りです。 

 

銀行：  三井住友銀行 青山支店 普通 ６９７３０３１ 

 公益社団法人 Civic Force（コウエキシャダンホウジンシビックフォース） 

ゆうちょ： ００１００－１－６６２８５０ 公益社団法人 Civic Force 

ウェブ： Just Giving Japan（http://justgiving.jp/c/1515） 

 

※活動内容は、団体ホームページでご覧いただけます。 

http://civic-force.org/ 

 

◆◆◆◆報道関係者報道関係者報道関係者報道関係者からのからのからのからの問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先：：：： 

公益社団法人 Civic Force 担当： 山本・勝谷（かつたに） 

TEL: 03-6804-6063、FAX: 03-6894-7701、Email: info@civic-force.org 

 


